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詳しい取り扱いについては、別冊の車両取扱説明書をお読みください。

取り扱い方法をパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。
右の QR コードを読み取るか、下の URL を直接入力すると 
電子取扱説明書、簡単早わかり動画が閲覧できます。 

https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/ 
index_dayzroox.html
サイトの閲覧には別途、通信料が発生します。
パケット定額サービスなどの料金制度に加入されていない場合、 
パケット通信料が高額となる場合がありますので予めご注意ください。

本書掲載のマーク

スイッチやレバーなどの操作方向を示しています。

知っていると便利な情報を記載しています。

○○○ コントロールパネルなどにあるスイッチを表します。

★/★ 車両型式、オプションなどで異なる装備を示しています。

※ 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承
ください。

簡単早わかり動画電子取扱説明書
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ハンドルまわり

01 02 03 04 05 06

01  エンジンスイッチ★／キースイッチ★

エンジンを始動する

1 パーキングブレーキがかかっていることと、セレク
トレバーが P  になっていることを確認します。

km
0 1
100

x1000r/min

2 ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。
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3 Ⓐインテリジェントキー付車
エンジンスイッチを押すと、エンジンがかかります。
Ⓑリモートコントロールエントリーシステム付車
キーを START位置まで回すと、エンジンがかか
ります。

Ⓐ

Ⓑ

• ブレーキペダルが硬く踏みづらくなっている場合があ
ります。そのときは、通常よりも強くブレーキペダル
を奥までしっかり踏み込んで、エンジンスイッチを押
す（インテリジェントキー付車）、またはキーを回して
ください（リモートコントロールエントリーシステム付
車）。

奥まで強く踏み込む

エンジンを停止する

1 ブレーキペダルを踏みながら、パーキングブレー
キをかけて、セレクトレバーを P  にします。

Ⓐ

Ⓑ

2 Ⓐインテリジェントキー付車
エンジンスイッチを押すと、エンジンが停止します。
Ⓑリモートコントロールエントリーシステム付車
キーを左側に回すと、エンジンが停止します。

電源ポジションの切り替え★

インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと
電源ポジションが切り替わります。

1 パーキングブレーキがかかっていることと、セレク
トレバーが P  になっていることを確認します。

2 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押し
ます。

• 電源ポジションが OFFのとき、いずれかのドアを開けるか、または閉めるとハンドル（ステ
アリング）がロックできます。
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インテリジェントキーの電池が切れたとき★

インテリジェントキーの電池が切れたときは、以下の手順でエンジンを始動してください。

1 パーキングブレーキがかかっていることと、セレク
トレバーが P  になっていることを確認します。

2 ブレーキペダルを踏みながら、インテリジェント
キーの裏面をエンジンスイッチに接触させます。
（ブザーが“ピピッ”と鳴ります。）

3 ブザーが鳴ってから 10 秒以内に、ブレーキペダ
ルをしっかり踏み込んだままエンジンスイッチを押
します。

・ ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、電源ポジションが切り替わります。
・ エンジンを停止するときは、セレクトレバーを P  にしてからエンジンスイッチを押してくださ
い。
オート ACC（アクセサリー）

オート ACC機能は、エンジン停止時でも電装品（電源ソケットなど）が使える便利な機能です。
＜オート ACCの作動＞
次の状態のときにオート ACC は作動します。
・ ドアを解錠したとき（リモートコントロールエントリー機能、またはインテリジェントキー機能★

で解錠したとき）
・ エンジンを停止したとき
＜オート ACCの停止＞
次の状態のときにオート ACC は停止します。
・ オート ACC 状態のまま約 13分間経過したとき
・ ドアを施錠し、約 3分間経過したとき（リモートコントロールエントリー機能、またはインテ
リジェントキー機能★で施錠したとき）

• ディーラーオプションのナビゲーションシステムについては、オート ACC 機能は作動しませ
ん。

ハンドルまわり
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02  ワイパー／ウォッシャースイッチ
フロントワイパー

スイッチ位置 作動

OFF

ウォッシャー液

間けつ作動の間隔

長い

短い1回作動
OFF 停止

間けつ作動
（スイッチを回して作動間隔の長い、短いを調節）

低速連続作動
高速連続作動

スイッチを手前に引くとフロントウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

• （間けつ作動）のときは、自動で作動間隔が短くなる車速感知式を設定しています。（車
速が速くなると、フロントガラスに付着する雨の量が多くなるため）

リヤワイパー

スイッチ位置 作動 リヤウォッシャ―液

OFF

OFF 停止
間けつ作動（調節機能なし）

連続作動

スイッチを車両前方に押すとリヤウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

• フロントワイパー作動中にセレクトレバーを R  にすると、リヤワイパーが作動します。
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03  ライトスイッチ
ライトの点灯・消灯

スイッチを回してスイッチ位置をマークに合わせます。

スイッチ位置 点灯する灯火

マーク

AUTO ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、 
アクセントランプ★が自動点灯･消灯

車幅灯、尾灯、番号灯、 
アクセントランプ★が点灯 

ヘッドランプが自動点灯、消灯
ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、 

アクセントランプ★が点灯

AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた

・ キースイッチ（電源ポジション）がONのとき、スイッチ位置を AUTOの位置にすると、車外
の明るさに応じてヘッドランプや車幅灯などを点灯・消灯させます。

・ キースイッチ（電源ポジション）がOFFのときは消灯します。
・ ライトスイッチが AUTOの位置で、パーキングブレーキをかけている場合は、キースイッチ（電
源ポジション）をOFFからONにしてもランプは点灯しません。

・ パーキングブレーキを解除して走行した後、ランプが点灯している場合は、パーキングブレー
キをかけても消灯しません。

（ヘッドランプ自動点灯・消灯）の使いかた

・ キースイッチ（電源ポジション）が ONのとき、スイッチ位置を の位置にすると、車外の
明るさに応じてヘッドランプを点灯･消灯させます。

・ 以下の場合はヘッドランプが消灯し、車幅灯などが点灯します。
 – キースイッチ（電源ポジション）がOFFのとき
 – セレクトレバーが Pのとき
 – 車両が停止している状態で、パーキングブレーキをかけているとき
 – フォグランプ★が点灯しているときに、スイッチ位置を AUTOから 、または から

にしたとき

自動点灯ランプの消灯のしかた（車両停車時）

＜ヘッドランプの消灯方法＞

・ ライトスイッチを の位置にし、セレクトレバーを Pにする、またはパーキングブレーキを
かけると、ヘッドランプが消灯します。

＜すべてのランプの消灯方法＞

・ ライトスイッチを AUTOの位置にし、パーキングブレーキをかけてキースイッチ（電源ポジショ
ン）をOFFにします。その後、ブレーキペダルをしっかり踏みながら、キースイッチ（電源ポジショ
ン）をOFFからONにすると、すべてのランプが消灯状態を保ちます。

ハンドルまわり
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フォグランプ★の点灯・消灯

スイッチを回してスイッチ位置をマークに合わせます。

スイッチ位置 点灯する灯火

マーク

フォグランプ（前部霧灯）が消灯
フォグランプ（前部霧灯）が点灯

フォグランプは、ヘッドランプまたは車幅灯が点灯して
いるときに使えます。

ヘッドランプの上下切り替え

＜ライトスイッチが 位置のとき＞
ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わり
ます。ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両後
方に引きます。

＜ライトスイッチが AUTOまたは 位置のとき＞

ヘッドランプが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に 2回押すとハイビームに切り替わ
ります。（1回押すとハイビームアシスト★またはアダプティブ LEDヘッドライトシステム★が ON
になります。）ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。

パッシングするときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。ハイビームの状態からパッシング
したいときは、ライトスイッチを 2回車両後方に引きます。

• ライトスイッチは車両前方に押しても車両後方に引いても、手を離すと自動で中立位置に戻
ります。

中立位置

パッシング
ロービーム
（下向き）

ハイビーム
（上向き）
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ハイビームアシスト★

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）
が切り替わります。約 25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを
行い、約 15km/h以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

＜ハイビームアシストをONにする方法＞

・ ライトスイッチが AUTOまたは の位置でレバーを車両
前方に押すと、ハイビームアシストがONになります。（メー
ター内のハイビームアシスト表示灯が点灯）

＜ハイビームアシストをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、ハイビームアシストが OFF
になります。

・ ハイビームのとき
① ライトスイッチを 位置にする
② ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

③ ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・ ロービームのとき
① ライトスイッチを 位置にする
② ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

ハイビームアシスト OFF

② ③

①

ハイビームアシスト ON

ハンドルまわり
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アダプティブ LEDヘッドライトシステム★

先行車や対向車に照射しないよう、自動的にハイビーム（上向き）の照射範囲を切り替えます。
約 30km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約 15km/h
以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

・ 照射パターンは常に変化します。

左側ハイ
ビーム

スプリット
ビーム

右側ハイ
ビーム

対向車あり 先行車あり 先行車あり

＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをONにする方法＞

・ ライトスイッチが AUTOまたは の位置でレバーを車
両前方に押すと、アダプティブ LEDヘッドライトシステム
がON になります。（メーター内のアダプティブ LEDヘッ
ドライト表示灯が点灯）

アダプティブ LEDヘッドライト
システムON
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＜アダプティブ LEDヘッドライトシステムをOFFにする方法＞

次のいずれかの操作をすると、アダプティブ LEDヘッドラ
イトシステムがOFFになります。
・ アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御中のとき
① ライトスイッチを 位置にする
② ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

③ ライトスイッチを車両後方に引く
（ロービームに切り替わります）

・ アダプティブ LEDヘッドライトシステムが制御していない
とき
① ライトスイッチを 位置にする
② ライトスイッチを車両前方に押す
（ハイビームに切り替わります）

04  ドアミラースイッチ
角度調節のしかた

1 左右切り替えスイッチ①を調節する側に動かしま
す。

① ②

2 角度調節スイッチ②を前後 ･左右に押して、後方
が十分確認できる位置に調節します。

格納のしかた

ドアミラー格納スイッチを押します。

スイッチ位置 作動
閉

開

アダプティブ LEDヘッドライト
システムOFF

② ③

①

ハンドルまわり
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ドアロック連動自動格納機能について

ドアの施錠に連動させ、ミラーを格納することができます。ドアミラー格納スイッチが押し込ま
れていない状態で使います。

• リモコンまたは、ドアハンドルのスイッチ★で施錠すると、左右のミラーが格納されます。
• キースイッチ（電源ポジション）をONにすると、元に戻ります。

05  パーキングブレーキ（足踏み式）★

パーキングブレーキのかけかた

パーキングブレーキをかけるときは、右足でブレーキペダルを
踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに
踏み込みます。

パーキングブレーキの解除のしかた

解除するときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを“カ
チッ”と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。

06  ボンネットオープナー

運転席の右下にあるボンネットオープナーを引くと、ボンネッ
トを開けることができます。

パーキングブレーキペダル

ブレーキペダル



13

MAX

MIN

MODE

FRONT
ON OFF AUTO A/C

REAR

C

01 02 03

01  オートエアコン★／マニュアルエアコン★

各部名称と機能（オートエアコン）

① ON・OFFスイッチ

MAX

MIN

MODE

FRONT
ON OFF AUTO A/C

REAR

C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

オートエアコンの ON・OFFを切り替えます。
② デフロスタースイッチ
フロントガラスのくもりが取れます。

③ リヤウインドーデフォッガースイッチ
バックドアガラスのくもりが取れます。

④ AUTOスイッチ
自動制御に切り替えます。吹き出し口、風量、内気循
環／外気導入の切り替えを自動調節して設定した温度
に保ちます。

⑤ A/Cスイッチ
冷房 ･除湿機能の ON･OFFを切り替えます。

⑥ 温度調節スイッチ
設定温度を切り替えます。（Lo 18.0℃～ Hi 32.0℃）

⑦ 風量調節スイッチ
風量を切り替えます。

⑧ 内外気切り替えスイッチ
スイッチをタッチするごとに、内気循環、外気導入が切
り替わります。

⑨ 吹き出し口切り替えスイッチ
吹き出し口を切り替えます。

センターパネルまわり
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各部名称と機能（マニュアルエアコン）

① A/Cスイッチ ① ② ③

④ ⑤ ⑥

冷房 ･除湿機能の ON･OFFを切り替えます。
② 内外気切り替えレバー
内気循環と外気導入を切り替えます。

③ リヤウインドーデフォッガースイッチ
バックドアガラスのくもりが取れます。

④ 吹き出し口切り替えダイヤル
吹き出し口を切り替えます。

⑤ 風量切り替えダイヤル
風量を切り替えます。

⑥ 温度調節ダイヤル
設定温度を切り替えます。

02  電動パーキングブレーキ★

スイッチ操作で、パーキングブレーキをかけることができます。

電動パーキングブレーキのかけかた

・ ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・ 電動パーキングブレーキスイッチを引き上げます。
スイッチを引き上げると、電動パーキングブレーキスイッチ
の表示灯が点灯し、メーター内の電動パーキングブレーキ
警告灯（赤色）が、約 2秒後に点灯します。

電動パーキングブレーキの解除のしかた

・ ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・ 電動パーキングブレーキスイッチを押し下げます。
スイッチを押し下げると、電動パーキングブレーキスイッチ
の表示灯が消灯し、電動パーキングブレーキが解除される
とメーター内の電動パーキングブレーキ警告灯（赤色）が
消灯します。

• 電動パーキングブレーキがかかっている状態で運転席シートベルトを着用し、セレクトレバー
が Dまたは R  のときにアクセルペダルを踏み込むと、パーキングブレーキが解除されます。

• 電動パーキングブレーキの詳しい操作方法は、車両取扱説明書をご覧ください。

電動パーキングブレーキ
スイッチ表示灯

電動パーキング
ブレーキスイッチ
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03  オートブレーキホールド★

オートブレーキホールド機能は、信号待ちなどで停車中にブレーキ力を保持する機能です。

オートブレーキホールドのON・OFFのしかた

・ オートブレーキホールドスイッチを押します。
・ ONになると、オートブレーキホールドスイッチ表示灯が
点灯します。

・ 使用できる条件になるとメーター内のオートブレーキ
ホールド表示灯（白色）が点灯します。

オートブレーキホールドの作動

・ ブレーキペダルを踏んで停車します。
オートブレーキホールド表示灯が白色から緑色に変わり、
ブレーキペダルを踏み続けなくてもブレーキ力が保持され
ます。

・ アクセルペダルを踏むと保持を解除し、発進します。

オートブレーキ
ホールドスイッチ表示灯

オートブレーキ
ホールドスイッチ

センターパネルまわり
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01 0302

01  オートスライドドア★

オートスライドドアは、スイッチの操作やハンズフリー機能でスライドドアを自動（電動）開閉す
ることができます。開閉操作をするときは、スライドドア周囲の安全を確認してください。

ドアハンドル（内側）

運転席スイッチ

ワンタッチオートスライド
ドア開閉スイッチ

ハンズフリーセンサー

ドアハンドル（外側）ワンタッチスイッチ

オートドアメインスイッチ

ハンズフリーセンサーと自動（電動）開閉機能の ON・OFF 
が切り替わります。

スイッチ位置 作動
自動（電動）開閉機能を使うときの位置

（中立）
ハンズフリーセンサーおよび自動（電動）開閉機
能を使うときの位置
ハンズフリーセンサーおよび自動（電動）開閉機
能を停止する位置

外装まわり

下側を押す

上側を押す
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スイッチ位置 運転席スイッチ
による開閉操作

ワンタッチ
オートスライド
ドア開閉スイッチ
による開閉操作

ワンタッチ
スイッチによる
開閉操作

ドアハンドル
による開閉操作

ハンズフリー
センサーによる
開閉操作

作動 作動※ 作動 作動 非作動

作動 作動※ 作動 作動 作動

非作動 非作動 非作動 非作動 非作動

※電源ポジションがONのときは作動しません。

運転席スイッチ（自動開閉）

運転席スイッチを約 1 秒間押すことでスライドドアを自動（電
動）で開閉することができます。

• スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、
その位置で停止します。もう一度スイッチを約 1 秒間押
すと、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉し
ます。

ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ（自動開閉）

リモコンスイッチのボタンを約 1 秒間押すとスライドドアを自
動（電動）で開閉することができます。

• スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、
その位置で停止します。もう一度スイッチを約１秒間押す
と、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。

ワンタッチスイッチ（自動開閉）

ワンタッチスイッチを押すと、スライドドアを自動（電動）
で開閉することができます。

• 施錠されているときは、インテリジェントキーを携帯して
ください。

• スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、
その位置で停止します。もう一度スイッチを押すと、停止
前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。

運転席スイッチ

外装まわり
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ドアハンドル（自動開閉）

外側または内側のドアハンドルを操作すると、スライドドア
を自動（電動）で開閉することができます。

• チャイルドセーフティドアロックがかかっているときは、
内側のドアハンドルで、自動（電動）開作動はしません。
（自動（電動）閉作動は作動します。）

• スライドドアが自動（電動）開閉中にドアハンドルを操
作すると、その位置で停止します。もう一度外側のドア
ハンドルを操作すると、停止前とは反対の方向に動き、
全開または全閉します。また、内側のドアハンドルでは
操作した任意の方向に動き、全開または全閉します。

ハンズフリーセンサー

ドア下側のフレームに設けられたセンサーによって足の動
きを感知し、スライドドアの開閉を自動（電動）で行います。

前後ドアの境目の下にハンズフリーセンサーが設けられて
おり、有効範囲は境目の前後 10cmです。
有効範囲の間で足先の出し入れを行ってください。

足を入れる位置

目安：前席ドアとスライドドア境目の真下あたり

• 足を入れたままにしていると作動しません。
• スライドドアが自動（電動）開閉中に、再度、足先を入れて引く動作を行ってもスライドドア
は停止しません。また、自動（電動）開閉中にスイッチ操作などにより任意で停止させた位
置から、足先を入れて引く動作を行っても自動（電動）開閉作動はしません。

＜開けかた＞

1 インテリジェントキーを携帯します。

2 オートドアメインスイッチが中立位置にあることを
確認します。

3 前席ドアとスライドドア境目の真下あたりを狙っ
て、足を入れ止めずにすぐに引くとスライドドアが
自動的に全開します。
（膝を曲げずに振り子のように足を振りあげると、
センサーが反応しやすくなります。）

※ センサー有効範囲の位置を示す
凸形状のマークがあります。

センサー有効範囲
※

前後ドアの境目

10cm

※

10cm
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＜閉めかた＞

1 インテリジェントキーを携帯します。

2 オートドアメインスイッチが中立位置にあることを
確認します。

3 前席ドアとスライドドア境目の真下あたりを狙っ
て、足を入れ止めずにすぐに引くとスライドドアが
自動的に全閉します。
（膝を曲げずに振り子のように足を振りあげると、
センサーが反応しやすくなります。）

• 足のつま先とすねの両方をセンサーに近づけてくださ
い。 センサー

• 足はスライドドアに対して垂直方向に動かしてくださ
い。

• 足先を出し入れしたあと、スライドドアが動き出すまで少しお待ちください。「ピッピッ」とい
うブザー音が鳴りドアが開閉します。

外装まわり
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全ドア連動ロック機能について

以下の手順でスライドドアを閉めると、スライドドアが全閉すると同時に全ドアが施錠されます。

1 ロックノブを操作するスライドドア以外のドアを閉
めます。

2 スライドドアが全開の状態で、スライドドアの車室
内ロックノブを車両前方に動かします。

3 車外からスライドドアを閉めます。

• 電源ポジションが ONのとき、または車室内にインテリジェントキーが残っているときは、
施錠されません。

02  給油口
給油口は助手席側の車両後方にあります。

開けかた

運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。

03  ドア・バックドア
キーでの施錠・解錠

離れたところ（周囲約 1m）から全ドアの施錠・解錠が
できます。

オープナー

ドア施錠
スイッチ

ドア解錠
スイッチ

リモートコントロール
エントリーシステム付車

インテリジェント
キー付車
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ドアハンドルのスイッチでの施錠・解錠★

インテリジェントキーを身につけていれば、ドアにあるスイッ
チを押すだけで全ドアの施錠や解錠ができます。

• ドアの施錠・解錠時に車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。
（施錠時 約 10 秒、解錠時 約 30 秒／ LEDヘッドランプ付車）

• インテリジェントキーに内蔵されているメカニカルキーでも施錠・解錠ができます。

インテリジェントキーの電池が切れたとき★

インテリジェントキーの電池切れや 12Vバッテリー（メイン）上がりのときは、メカニカルキー
でドアの施錠・解錠を行います。

1 ロックノブを矢印の方向に押しながら、メカニカル
キーを取り出します。

メカニカルキー

ロックノブ

2 メカニカルキーを鍵穴に差し込み、車両前方に回
すと施錠します。車両後方に回すと解錠します。

施錠

解錠

バックドアの開けかた・閉めかた

・ バックドアオープナースイッチの位置を示すマークを確認し
ます。

・ 解錠後、バックドアオープナースイッチを押すとバックドア
が開きます。

・ バックドアを閉めるときは、ドアグリップに手を掛けてバッ
クドアを降ろし、確実にロックするまで押しつけます。

• インテリジェントキーを携帯していれば、施錠されていてもバックドアを開けることができま
す。

スイッチ

バックドア
オープナースイッチ

オープナー
スイッチマーク

外装まわり
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01  ハンドルのロック・解除のしかた
ハンドルをロックすることができます。ハンドルがロックされているときは、キーが回せなかっ
たり、電源ポジションが切り替わらない場合があります。

キーが回らないとき（リモートコントロールエントリーシステム付車）

ハンドルを左右に回しながらキーを回します。

• ロックが解除できないときは、繰り返し行ってください。

電源ポジションが切り替わらないとき（インテリジェントキー付車）

ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチを押します。

• ロックが解除できないときは、繰り返し行ってください。

ロックのしかた（リモートコントロールエントリーシステム付車）

1 キースイッチを LOCK位置にします。

2 キーを抜きます。

3 ロックするまでハンドルを回します。

ロックのしかた（インテリジェントキー付車）

1 エンジンスイッチを押し、電源ポジションをOFFにします。

2 いずれかのドアを開けるか、または閉めます。

3 ロックするまでハンドルを回します。

便利な機能
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02  アドバンスドドライブアシストディスプレイ
ディスプレイの表示項目

次の項目を表示します。

 （エコグループ）
 （インフォメーショングループ）
 （走行支援グループ）
 （設定）
 （警告）
 （タイヤアングルガイド）
 （画面OFF）

km
0 1
100

AM C10:23 23

x1000r/min

アドバンスドドライブ
アシストディスプレイ

• グレード、オプションなどにより表示できる項目は異なります。

ディスプレイの切り替えかた

ステアリングスイッチでメーター内の画面表示が切り替わります。

・ ①を押すと、「エコグループ  」⇔「インフォメーション
グループ 」⇔「走行支援グループ  」⇔「設定  」⇔
「警告  」⇔「タイヤアングルガイド  」⇔「画面OFF 

 」⇔「エコグループ  」の順に表示が切り替わります。
・ ②を押すと、各項目の表示メニューが選択できます。

• グレード、オプションなどにより表示できる項目は異なります。

②

①

便利な機能
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03  インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）★

インテリジェント アラウンドビューモニターは自車両を上から見ているような映像を映し出すこ
とで、駐車時の運転操作を支援します。

インテリジェント アラウンドビューモニターを表示する

電源ポジションが ONのとき、セレクトレバーを R  にする
か、ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーの CAMERA ス
イッチを押すと、ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーに
インテリジェント アラウンドビューモニターを表示します。

インテリジェント アラウンドビューモニターの表示切替

・  CAMERA スイッチを押すと、画面を切り替えることがで
きます。

＜セレクトレバーが R  のとき＞
 – トップビュー（左側画面）/リヤビュー（右側画面）
→サイドブラインドビュー（左側画面）/リヤビュー
（右側画面）→リヤビュー（全画面）→インテリジェント 
アラウンドビューモニター OFF

＜セレクトレバーが R  以外のとき＞
 – トップビュー（左側画面）/ フロントビュー（右側画面）
→サイドブラインドビュー（左側画面）/ フロントビュー
（右側画面）→インテリジェント アラウンドビューモニ
ター OFF

移動物 検知機能

車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を検知し、黄色い枠で移動物をドライ
バーにお知らせする機能です。

機能が作動している画面には移動物 検知機能作動状態アイコンが青色で表示されます。

① 移動物 検知表示

車両周辺の安全を直接確認してください
①

②
移動物を検知したときに、黄色い枠でお知らせします。

② 移動物 検知機能作動状態アイコン
移動物 検知機能を作動させる側の画面のアイコンを青
色で表示します。

車両周辺の安全を直接確認してください

左側画面 右側画面
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04  アイドリングストップ
信号待ちなどで、車両を停車させると自動的にエンジンを停止し、再び走行するときは自動的
にエンジンを始動することで、排気ガスの発生や騒音を抑制するとともに燃費を向上させます。

・ アイドリングストップ作動中は、メーター内のアイドリン
グストップ表示灯が点灯します。

・ アイドリングストップには、通常のアイドリングストップと
停車前アイドリングストップがあります。

ON・OFFのしかた

・ スイッチを押すごとに、アイドリングストップのON・OFF
が切り替わります。

・ OFFにすると、スイッチの表示灯が点灯します。

• アイドリングストップの詳しい作動条件は、車両取扱説明書をご覧ください。

05  プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン★

後席シートの乗員に風を送る装置です。

使いかた

・ 風量調節レバーを操作して風量を調節します。 
（1：風量少ない～ 3：風量多い）
・ 止めるときは風量調節レバーをOFFにします。
・ プラズマクラスターイオン ®を吹き出し風に含ませ、空気清浄、
脱臭、除菌に加え、静電気抑制や保湿効果を得ることができ
ます。

表示灯

 OFF 1 2 3

風量調節レバー

便利な機能
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06  先進事故自動通報システム★

SOSコールスイッチを押すことで SOSコールを開始できます。また、事故発生時（SRSエア
バッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ、SRSニーエアバッグ★展開時）に
は自動で SOSコールを開始します。
先進事故自動通報システムの使いかた

1 • 電源ポジションをONにします。（システムが
ONになるまでは約 30秒間かかります）

• SOSコールスイッチのインジケーターが赤色・
緑色ともに点灯し、約 5秒後に緑色のみ点灯を
続けます。

2 • SOSコールスイッチのカバーを押して開きま
す。

• スイッチを約 1秒間押すと緑色のインジケー
ターが点滅し、オペレーターに繋がります。

3 • SOSコールサービスのオペレーターと通話しま
す。

• 状況に応じてオペレーターからの折り返し、もし
くは公共機関（警察・消防・医療機関）からの
通話着信があります。着信時は自動で音声接続
します。

• 通話が終了したら、カバーを戻し、ロックするま
で押します。

• SOSコールとは、急病・犯罪・事故などの緊急時に警察・消防・医療機関への連絡を補助
するサービスです。

• SOSコールサービスのオペレーターや公共機関との通話中は、車両側から通話を終了させ
ることはできません。

• 先進事故自動通報システムは、NissanConnectサービスのオプションの SOSコールサー
ビスを申し込みいただくことで利用できます。

• SOSコールサービス契約後は、日産販売会社で初期設定を完了してください。
• 先進事故自動通報システムの詳しい操作方法は、車両取扱説明書をご覧ください。
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07  マップランプ
・ 次のように点灯・消灯します。

＜スイッチA＞
スイッチ位置 点灯・消灯のしかた

ON すべてのマップランプが常時点灯

DOOR（中立）ドアを開けるとすべてのマップランプが点灯し、閉めると消灯します
OFF 消灯

＜スイッチ B＞
スイッチ位置 点灯・消灯のしかた

ON スイッチを押した方のマップランプが常時点灯

○（水平） スイッチAが中立のとき、ドアを開けると
点灯し、閉めると消灯します

08  車検証収納ボックス
助手席シートアンダーボックス内に車検証収納トレイがあります。

使いかた

1 シートアンダーボックスを少し上げながら引き出し
ます。

2 ボックス（トレイ）の中にあるツマミを押しながら
ふたを外し、車検証を出し入れします。

ツマミ

3 戻すときはふたを閉めてからボックス（トレイ）を押し込みます。

ONON

ONDOOROFF

スイッチ A

スイッチB

便利な機能
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01  フロントシートの調節

① ② ③
① 背もたれの角度調節（リクライニ
ング）
・ シートの横と助手席の背もたれ
にレバーがあります。

・ レバーを引いたまま、背もたれ
を動かします。

② 高さ調節（運転席／リフター）
・ レバーを引き上げると高くなり
ます。

・ レバーを押し下げると低くなり
ます。

③ 前後位置調節（スライド）
・ シート前側のレバーを引いたま
ま、シートを動かします。

02  リヤシートの調節
①

②

① 背もたれの角度調節（リクライニ
ング）
・ レバーを引いたまま、背もたれ
を動かします。

② 前後位置調節（スライド）
・ シートの足元と背もたれにレ
バーがあります。

・ レバーを引いたまま、シートを
動かします。 足元

背もたれ

シートの使いかた
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リヤシートのたたみかた

1 折りたたみたい方の背もたれの角度調節レバーを
引きながら、背もたれを前に倒します。

レバー

2 元に戻すときは、背もたれを起こし、手で後方に
押し付けてロックします。

• 前席シートに当たりシートが折りたためないときは、ヘッドレストを格納するか、前席シート
の前後位置を調節してください。

ヒーターシート★

運転席と助手席のシートを温めるときに使います。

<オートエアコン付車 >
・ スイッチをタッチすると作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）

・ 止めるときは、再度スイッチをタッチします。
（スイッチの表示灯が消灯）

<マニュアルエアコン付車 >
・ スイッチを押すと作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）

・ 止めるときは、再度スイッチを押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

表示灯

助手席用 運転席用
オートエアコン付車

表示灯

助手席用 運転席用
マニュアルエアコン付車

シートの使いかた
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注意
走行支援機能は運転者の安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するもの
ではありません。運転者はシステムに頼った運転をせず、周囲の状況に注意して常に安全運転を心
がけてください。
※重要な警告・注意事項がありますので、ご使用の前には必ず車両取扱説明書をお読みください。

01  インテリジェント エマージェンシーブレーキ
インテリジェント エマージェンシーブレーキは前方の車両や歩行者と衝突する危険を察知した場
合、警報とブレーキにより、ドライバーの衝突回避操作を支援します。

・ 衝突するおそれがあると判断すると、警報音（ブザー）と
ともにメーター内のインテリジェント エマージェンシーブ
レーキ表示（接近警報表示）がオレンジ色に点滅します。

・ 運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突危険性が高まっ
たときには、メーター内のインテリジェント エマージェン
シーブレーキ表示が赤色の緊急警報表示になり、警報音（ブ
ザー）とともに軽いブレーキがかかります。

・ さらに衝突の危険性が高まったときには、衝突の直前に
強いブレーキがかかります。

• インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約 10～ 80km/hの範囲で作動します。
ただし、歩行者に対しては約 60km/h 以上では作動しません。

• アクセルを強く踏み込んだり、ハンドルを大きく、または素早く切る、前方の車両や歩行者
との衝突の危険がなくなったと判断すると、ブレーキの作動は解除されます。

OFFのしかた

・ メーター内のディスプレイで OFF にできます。詳しくは
車両取扱説明書をご覧ください。

・ インテリジェント エマージェンシーブレーキを OFF にす
るとメーター内の警告灯が点灯します。

• 設定をOFF にした場合でも、再度エンジンを始動させ
るとON になります。

接近警報表示

緊急警報表示

運転支援
エマージェンシーブレーキ
車線逸脱警報
車線逸脱防止支援
プロパイロット

走行支援機能
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02  プロパイロット★

プロパイロットは、運転者が設定した車速を上限に先行車と車速に応じた車間距離を保ちなが
ら、車線中央付近を走行するための運転操作を支援します。

プロパイロット表示

メーター表示項目 表示内容

① ハンドル支援の
作動状態 ハンドル支援中は緑色に点灯します。

② 車速制御の
作動状態

緑色
⇒定車間制御中

緑色（線画）
⇒定速制御中

③ 設定車速 設定車速を表示します。

④ プロパイロットの
作動状態

白色
⇒プロパイロット

ON

青色
⇒プロパイロット
作動開始

⑤ プロパイロットの
作動状態

プロパイロット作動中は
青色に点灯します。

⑥ ハンドル支援の
作動状態

ハンドル支援中は
緑色に点灯します。

⑦ 車線検出の
有無

緑色
⇒車線検出有り

灰色
⇒車線検出無し

⑧ 先行車検出の
有無

表示
⇒先行車検出有り

非表示
⇒先行車検出無し

⑨ 車間設定の表示 車間距離の設定状況を表示します。

km/h100

① ② ③ ④

⑤

⑧
⑥

⑨
⑦

走行支援機能
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セットのしかた

1 ステアリングの  スイッチを押すとシステ
ムがONになります。
・ メーター内のディスプレイにプロパイロットの
状態が表示されます。

km/h

2 設定したい速度まで加速または減速し、 E  
スイッチを押します。
・  E  スイッチを押したときの車速が設定
車速になりプロパイロットの制御を開始しま
す。

• プロパイロットにより停止状態を保持しているときに、先行車に続いて発進するときは、 
 スイッチを押すか、アクセルペダルを踏みます。

•   スイッチを押してON にするとインテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
もON になります。

•   スイッチを約 1.5 秒以上押すと、定速制御機能に切り替わり、アクセルペダルを
踏まなくても、一定の速度で走行することができます。（ハンドル制御や車間制御は行いませ
ん。）

解除のしかた

・   スイッチを押します。

• プロパイロットにより停止状態を保持しているときに、
プロパイロットが解除されると電動パーキングブレー
キがかかります。

•  CANCEL スイッチを押す、またはブレーキペダルを
踏んでも一時的に解除されます。

設定車速の変更のしかた

・ 設定車速を上げたいときは、  スイッチを押しま
す。

・ 設定車速を下げたいときは、 E  スイッチを押しま
す。
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車間距離設定の変更のしかた

ステアリングの  スイッチを押します。
・  スイッチを押すごとに、「長」→「中」→「短」→
「長」の順に切り替わります。

ハンドル支援機能のON・OFF のしかた

・ メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「運転支援」⇒「プロパイロット」⇒「ハンドル支援」
を選択すると、プロパイロット作動時のハンドル支援機能の ON・OFF を切り替えることが
できます。

03  踏み間違い衝突防止アシスト
踏み間違い衝突防止アシストには、次の 2つの機能があります。
低速加速抑制機能

・ 前進時（停車時含む）、進行方向に車両や歩行者、壁などの障害物を検出している場合に、ア
クセルペダルを必要以上に踏み込むと、警報とともに加速を抑制します。

・ 後退時（停車時含む）、進行方向に壁などの障害物を検出している場合に、アクセルペダルを
必要以上に踏み込むと、警報とともに加速を抑制します。

低速衝突軽減ブレーキ機能

前進、後退時、進行方向の障害物を検知し、衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、
エンジン出力の制御、およびブレーキをかけて衝突を回避、または被害の軽減をします。

• 前方の車両、歩行者に対しては、車速約 0～25km/h の範囲で作動します。
• 壁などの障害物に対しては、車速約 0～ 15km/h の範囲で作動します。
• アクセルペダルをゆっくりと踏んだ場合は、深く踏み込んでも作動しません。
• 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したあとは、さらに障害物に近づいても再び作動はしませ
ん。

• 次の場合は、低速加速抑制機能が解除され、通常の加速に戻ります。
 –アクセルペダルを一旦戻して踏みなおしたとき
 –低速加速抑制機能が約 6 秒経過したとき

OFFのしかた

インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFF にすると、踏み間違い衝突防止アシストも
OFF になります。

• 踏み間違い衝突防止アシストのみ OFF にすることはできません。

km/h

走行支援機能
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04  LDW（車線逸脱警報）

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうになると、警報音
（ブザー）と表示によって運転者に注意を促します。

• LDW（車線逸脱警報）は、約 60km/h 以上で作動し
ます。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

05  インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうになると、警報音
（ブザー）と表示とともにブレーキを制御し、車両の向きを
変える方向に制御力を短時間発生させ、運転者が自車を車
線内に戻す操作を促します。

• インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）は、
車速が約 60km/h 以上で作動します。

• プロパイロット★をON にするとインテリジェント LI（車
線逸脱防止支援システム）もON になります。

ON・OFFのしかた

＜プロパイロット付車＞

メーター内のディスプレイで「設定 」⇒「運転支援」⇒「車線逸脱防止支援」をONにして
いるとき、ステアリングの  スイッチを押すとシステムがONになります。詳しくは車両
取扱説明書をご覧ください。

＜プロパイロット無車＞

セーフティ･シールドスイッチを押すごとに、ON･OFFを切り替えることができます。詳しくは
車両取扱説明書をご覧ください。
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06  インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）は前方を走行す
る 2台前の車両を検知し、急な減速などにより、自車の回避
操作が必要と判断した場合には、アドバンスドドライブアシス
トディスプレイの接近警報表示がオレンジ色に点滅するととも
に警報音を鳴らして、運転者に注意を促します。

• インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）は、約
5km/h以上で作動します。

OFFのしかた

インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにするとインテリジェント FCW（前方衝突
予測警報）もOFFになります。

• インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）のみ OFFにすることはできません。

07  インテリジェント DA（ふらつき警報）

ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断した
ときに、警報音と表示によって運転者に休憩を促します。

• インテリジェント DA（ふらつき警報）は、約 60km/h
以上で作動します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

1台前の車両

2台前の車両

休憩しませんか？

ふらつき警報

走行支援機能
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08  進入禁止標識検知

前方の車両進入禁止標識を検知し、一方通行路へ進入する
可能性がある場合にはアドバンスドドライブアシストディス
プレイに警告表示します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

09  一時停止標識検知

前方の一時停止標識を検知した場合にはアドバンスドドライ
ブアシストディスプレイに表示します。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

10  最高速度標識検知

前方の最高速度標識を検知した場合には、アドバンスドドラ
イブアシストディスプレイ ①、および走行支援グループ  
②に表示されます。

ON・OFFのしかた

メーター内のディスプレイでON・OFFを設定できます。詳しくは車両取扱説明書をご覧くだ
さい。

警告

注意してください

警告

注意してください

速度標識

② ①
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11  先行車発進お知らせ

自車と先行車が停止したあと、先行車が発進しても自車が停
止し続けた場合に、ブザー音とアドバンスドドライブアシス
トディスプレイの表示でお知らせします。

設定変更のしかた

メーター内のディスプレイで設定（OFF/標準 /早め）を変更できます。詳しくは車両取扱説明
書をご覧ください。

先行車発進

走行支援機能



Memo
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メーター警告灯・表示灯

警告灯・表示灯がついたとき
警告灯が点灯または点滅し続けたときは、車両取扱説明書の「警告灯がついたときは」を確認
のうえ、日産販売会社にご相談ください。

x1000r/min

 ■SRSエアバッグ警告灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、SRSエアバッグのシステム、
プリテンショナー機能に異常があると、
点灯を続けます。

 ■シートベルト警告灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、運転席および助手席の乗員が
シートベルトを着用していないと点灯
します。

 ■故障警告灯（MIL）
・ エンジン回転中、エンジン電子制御シ
ステムに異常があると点灯または点滅
します。

 ■セキュリティーインジケーター
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
以外のときに点滅します。

 ■充電システム警告灯（黄色表示）
・ キースイッチ（電源ポジション）がON
のとき、リチウムイオンバッテリー（サブ）
に異常があると点灯します。

 ■充電警告灯（赤色表示）
・ エンジン回転中、バッテリーの充電系
統に異常があると点灯します。

 ■油圧警告灯
・ エンジン回転中、エンジン内部を潤滑
しているオイルの圧力が低下すると点
灯します。

 ■VDC警告灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、VDCが作動すると点滅します。

 ■VDC OFF表示灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、VDCをOFFにすると点灯し
ます。

 ■アイドリングストップ表示灯
・ アイドリングストップ中に点灯します。
・ アイドリングストップ中に、ボンネット
が開いたときに、速く点滅します。

・ アイドリングストップに異常があると遅
く点滅します。

 ■低水温表示灯（緑色表示）
・ エンジン冷却水温が低いと点灯します。

 ■SPORT表示灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
でセレクトレバーが D  のとき、スポー
ツモードをONにすると点灯します。
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 ■方向指示表示灯
・ 非常点滅表示灯を作動させると左右同
時に点滅します。

・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、方向指示器を作動させると、
作動させた側のみ点滅します。

 ■マスターウォーニング
・ メーター内のディスプレイに警告メッ
セージが表示されると同時に点灯します。

 ■ハイビームアシスト表示灯（ハイビー
ムアシスト付車）

・ ハイビームアシストを ONにすると点
灯します。

 ■アダプティブLEDヘッドライト表示灯
（アダプティブ LEDヘッドライトシス
テム付車）

・ アダプティブ LEDヘッドライトシステ
ムをONにすると点灯します。
 ■フォグランプ表示灯★

・ フォグランプを点灯させると点灯しま
す。

 ■ヘッドランプ上向き表示灯
・ ヘッドランプのハイビーム（上向き）を
点灯させると点灯します。

 ■テールランプ表示灯
・ 車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントラ
ンプ★を点灯させると点灯します。

 ■ブレーキ警告灯（赤色表示）
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、次の場合は点灯し続けます。

 – パーキングブレーキをかけているとき
（電動パーキングブレーキ無車）
 –ブレーキ液が不足しているとき
 –ブレーキシステムに異常があるとき

 ■ブレーキシステム警告灯（黄色表示／
電動パーキングブレーキ付車）

・ 走行中に点灯し続けたときは、電動
パーキングブレーキ機能が故障してい
るおそれがあります。

 ■電動パーキングブレーキ警告灯★

・ 電動パーキングブレーキがかかってい
ると点灯し、電動パーキングブレーキ
を解除すると消灯します。

・ 電動パーキングブレーキのシステムに
異常があると点滅します。

 ■オートブレーキホールド表示灯（白色）★
・ オートブレーキホールドが待機状態の
とき白色に点灯します。

 ■オートブレーキホールド表示灯（緑色）★
・ オートブレーキホールドが作動してい
るとき緑色に点灯します。

 ■ABS警告灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、ABSのシステムに異常がある
と点灯し続けます。
 ■EPS（電動パワーステアリング） 
警告灯

・ エンジン回転中、電動パワーステアリン
グのシステムに異常があると点灯します。

 ■インテリジェント エマージェンシーブ
レーキ警告灯

・ インテリジェント エマージェンシーブ
レーキを OFFにしているときに点灯
します。

・ その他の点灯・点滅については、車両
取扱説明書をご覧ください。

 ■燃料残量警告灯
・ キースイッチ（電源ポジション）が ON
のとき、燃料の残量が少ないと点灯し
ます。
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警告メッセージ

警告メッセージが表示されたとき
アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告灯メッセージが表示されたときは、車両取扱
説明書の「警告メッセージが表示されたときは」を確認のうえ、日産販売会社にご相談ください。
以下の表示は代表例です。

 ■エンジン始動操作表示
・ インテリジェントキーを持って車室内に入ると表示します。

インテリジェントキーを
エンジンスイッチに
接触させてください

 ■インテリジェントキー非作動時エンジン始動表示
・ インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境により、インテリジェント
キーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。

キー電池残量が
低下しています

 ■インテリジェントキー電池切れ表示
・ インテリジェントキーの電池切れが近くなると電池の交換を知らせます。

キーが
見つかりません

警告  ■インテリジェントキー持ち出し警告
・ 電源ポジションが ONのとき、インテリジェントキーが車外に持ち出されると表
示します。

・ インテリジェントキーを携帯していないときに、電源ポジションを切り替えようと
すると表示します。

・ 携帯しているインテリジェントキーの電池が切れているときに、電源ポジションを
切り替えようとすると表示します。

警告  ■ドア開き警告
・ ドアが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。

キーシステム故障
取扱説明書を
見てください

警告  ■キーシステム警告
・ ハンドルロック（ステアリングロック）やキーシステムに異常があると表示します。

警告

Pレンジに
入れてください

 ■ P  戻し忘れ警告
・ セレクトレバーが P  以外のとき、キースイッチ（電源ポジション）を ONから

OFFにすると表示します。

キーIDが
正しくありません

警告  ■キー ID警告
・ 次のときに電源ポジションを切り替えようとすると表示します。

 –登録されていないインテリジェントキーを携帯しているとき

パーキングブレーキを
解除してください

警告  ■パーキングブレーキ戻し忘れ警告
・ パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると（約 7km/h以上）表示し、
ブザーが鳴ります。
 ■電動パーキングブレーキ戻し忘れ警告

・ 電動パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると（約 3km/h以上）表示し、
ブザーが鳴ります。

・ 電動パーキングブレーキをかけ、運転席シートベルトを着用せずにアクセルペダ
ルを踏み、発進すると表示します。
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警告

ブレーキを踏んでください
停止状態が

維持出来ません

 ■電動パーキングブレーキ警告
・ 急な坂道などで電動パーキングブレーキがかかった状態で車両が動くと表示し、
ブザーが鳴ります。

・ 電動パーキングブレーキがかかった状態で、ブレーキペダルを踏まずに電動パー
キングブレーキスイッチを押した場合に表示します。
 ■オートブレーキホールド警告

・ オートブレーキホールドが作動中に車が動いたときに表示します。

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞを回しながら
ｽﾀｰﾄｽｲｯﾁを

押してください

 ■ステアリングロック未解除表示
・ ハンドルロック（ステアリングロック）を解除できないときに表示します。

給油してください

 ■燃料残量警告
・ 燃料が少なくなると表示します。

オーバーヒート

警告  ■オーバーヒート警告
・ エンジン冷却水の温度が異常に高くなると表示します。

警告

現在使用できません
システムが

故障しています

 ■システム故障警告
・ プロパイロット、LDW（車線逸脱警報）、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援
システム）、インテリジェント エマージェンシーブレーキ、踏み間違い衝突防止ア
シスト、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）が故障すると表示します。

ソナー故障
取扱説明書を
見てください

警告  ■ソナーシステム異常警告
・ ソナーが故障したときに表示します。

アイドリングストップ

アイドリングストップ
システム故障

 ■アイドリングストップシステム異常警告
・ アイドリングストップシステムに異常があると表示します。

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ異常
取扱説明書を
見てください

警告  ■ヘッドランプ警告
・ LEDヘッドランプに異常があると表示します。

ライト消灯してください
 ■ライト消し忘れ警告

・ キースイッチ（電源ポジション）が ON以外の位置で運転席ドアを開けたとき、ラ
イトスイッチが AUTO以外の位置にあると表示し、ブザーが鳴ります。
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付録：納車時ご説明項目（ルークス）
ドアの施錠・解錠★

 ▢インテリジェントキーの使いかた
 ▢リモートコントロールエントリーシステムの
使いかた
 ▢インテリジェントキーの電池が切れたとき
 ▢バックドアの開けかた

ハンドルロック★

 ▢解除のしかた
 ▢ロックのしかた

始動・停止★

 ▢エンジンの始動・停止のしかた
 ▢電源ポジションの切り替えかた
 ▢インテリジェントキーの電池が切れたとき

シート★

 ▢シート調節のしかた
 ▢リヤシートのたたみかた

ドアミラー

 ▢ドアミラーの調節・格納のしかた
 ▢ドアロック連動自動格納機能の使いかた

パーキングブレーキ

 ▢パーキングブレーキの使いかた
 ▢電動パーキングブレーキの使いかた

ライトスイッチ

 ▢ライトスイッチの使いかた
 ▢フォグランプの使いかた
 ▢上向きと下向きの切り替え
 ▢ハイビームアシストの使いかた
 ▢アダプティブ LEDヘッドライトシステムの
使いかた

ワイパー・ウォッシャ―★

 ▢間けつワイパーの使いかた
 ▢リヤワイパーの使いかた
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アドバンスドドライブアシストディスプレイ

 ▢表示項目と切り替えかた

インテリジェント
アラウンドビューモニター

 ▢表示項目と切り替えかた

エアコン

 ▢オートエアコンの使いかた
 ▢マニュアルエアコンの使いかた

アイドリングストップ★

 ▢作動条件
 ▢ON・OFF操作

先進事故自動通報システム

 ▢機能の説明
 ▢スイッチの使いかた

インテリジェント エマージェンシーブレーキ
 ▢機能の説明
 ▢作動条件

プロパイロット

 ▢機能の説明
 ▢スイッチの使いかた

給油口

 ▢給油口の開けかた

パンク修理キット★

 ▢格納位置

メーター警告灯・表示灯、警告メッセージ

 ▢表示条件

★お問い合わせの多い項目



Memo




